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１．地域包括ケア
　　私たちは、医療・看護・介護・予防・生活支援のサービスを通じて、
　　地域と共に安全で安心して暮らしていける街づくりに貢献します。

２．環境経営
　　私たちは、様々な環境への取り組みを責務と考え、
　　職員全員で質の向上と環境負荷の低減に努めます。

３．健康経営
　　私たちは、職員の健康保持と共に働き方改革を推進し、
　　多様な人材が向上心を持って働き続けられるよう努めます。
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久米川病院 今までの思い出をふりかえって今までの思い出をふりかえって

左：山本介護部長　右：田村看護部長

Interviewインタビュー 10 月老健開設にあたり、田村看護部長と山本介護部長の
二人に話を聞きました。

－萩山町での業務も残り少なくなりました。今の心境は？
田村看護部長（以下Ｔ）：新しいことが多く、切羽つまっ
ています。
山本介護部長（以下Ｙ）：準備出来ていない事があり不
安ですが、明けない夜はないと、そして職員を信じて
います！

－業務で楽しかったことや、大変だったこと等思い出深
かいエピソードがありますか。

Ｔ：たくさんありますね。特に心に残っているのは、まだ
当院で手術が行われていた時代、術後の患者様の不
安な気持ちに寄り添い、心に触れ合った経験が今でも
鮮明に蘇える良い思い出となっています。

Ｙ：ふたつあります。入職当時、頑なに介護拒否されて

いたある女性の患者様がいましたが、自分には『あ
なたはいいのよ』と受け入れてくれ、個性を生かす介
護ができ、自身の魅力に気づきました ( 笑 )。もうひ
とつは知人が患者様として入院され、ふさわしくない
曲かもしれなかったのですが、「千の風を歌いましょう」
と提案すると、好きな曲だと喜んで一緒に歌ったのが
楽しい思い出です。

－老健開設に向けて、大変なことは？
Ｔ：ユニットケアです。今までは大勢の方を一緒にみる一
斉ケアを行っていましたが、これからは患者様ひとり
ひとりの個性に合わせた個別ケアに変わることが大変
です。

Ｙ：同じです。すぐ対応できるかが不安です。
－新しい病院、老健に向けて期待すること、楽しみがあっ
たら教えてください。

Ｔ：患者様のこうしたいという望みを叶えるお手伝いが
出来ればと思っています。

Ｙ：来年の夏病院から見える花火大会を、患者様と共に
観たいと楽しみにしています。

萩山町での思い出を胸に、新病院での業務、職員一同
力を合わせより一層頑張っていきましょう！

昭和53年　南棟落成

昭和47年　現在の本館落成祝賀会

昭和42年　当時の本館前にて

検査科 社会福祉相談室栄養科

放射線科

お別れ会を行いました

　8月28日（水）に現久米川病院のお別れ会
を行いました。
　阿部院長をはじめとした職員の他、多くの評
議員の方々にご出席頂きました。
　お別れ会は院長による乾杯の後、当院自慢
のひょっとこ踊りにはじまり評議員の盛口様によ
る美しいギターの調べ、従業員や当院を映した
様々な写真と共に、この地で働いた想い出話に
花を咲かせました。

薬 局

リハビリテーション科看護部 介護部

ひょっとこ踊り

盛口様によるギター演奏 お別れ会前のチーム発表会



病　棟　転　換　計　画
迫る超高齢社会の様 な々疾患に対応できる
慢性期病院の機能の充実と「やすらぎと安心」を
感じられる病棟環境造りを目指します。

　今年度は、２病棟の 120 床を介護医療院に転換し、3
か年計画で施設のリニューアル実施と病棟機能の見
直しを行います。
　私たち三愛病院も現在の場所に移転新築してから、
16 年が経過し、施設の空調設備等の経年劣化、耐震性
向上型のエレベーターへの交換の為の改修等を目的
として３年計画でリニューアルを計画しています。
今年度は、このようなリニューアル工事と共に、５階
と４階病棟を「介護医療院」という新たな施設基準に
変更いたします。この「介護医療院」とは昨年４月に国
が創設した新たな高齢者医療施設です。これまでの私
たちの介護療養型医療施設に代わり、長期の医療と介
護の双方を必要とする高齢者を対象にした施設で、

「日常的な医学管理」や「看取り」等の機能を併せ持つ
施設です。「介護医療院」という聞きなれない施設の特
色に関しては、この後に石川室長が説明いたします。
　三愛病院もこれまでの全床介護療養型医療施設か
ら 120 床を介護医療院に転換し、残りの病棟の用途に
関しては、２～ 30 床を医療療養病棟として存続させ、
従来以上の「サブアキュート」機能（在宅や高齢者施設
で体調を崩された方の救急機能）や生活機能支援、レ
スパイト入院機能、最期の穏やかな看取り機能など、
一定の複合的機能を維持しつつ、施設利用者とご家族
が自分の治療や療養を自分で選択していただける慢
性期病院としての機能をこれまで以上に発展させて
いきたい、と考えております。

常務理事　髙野 英文

三愛病院では2019年3月より通所リハビリテーション事業を
開始しました！！　　

個別リハビリテーションやリハビリマシントレーニング
のほか、当院の立地を活用した歩行訓練も行っています。

通所リハマスコット

「 じいさん」

通所リハビリに通って頂き、
「 が必要なくなるくらい、
元気になってもらいたい」
そんな想いから誕生したマス
コットです！

・家事がしづらくなった
・服を着るのが大変
・食べるのが大変

・言葉が出にくくなった
・トイレが大変
・1人で風呂に入りたい

・歩くのがつらくなってきた
・階段の上り下りが不安
・コンセントの抜き差しが大変　等

三 愛 病 院

大きな悩みから細かい悩みについて、原因を探り、変化に合わせながら、皆様と一緒に
改善していければと思います。

こんな方が対象です。

ご利用、ご相談お待ちしております。

通所リハビリテーション　三愛病院
〒192-0005 八王子市宮下町 377番地
TEL.042-690-9200　FAX.042-690-9201

責任者
作業療法士　山本

通所リハビリテーション

三愛祭り

7 月 20日（土）に「三愛祭
り」を開催しました。
　今年の三愛祭りは、リハビ
リテーション室にて、「わたが
し」、「かき氷」、「スーパーボウ
ルすくい」をご提供しお楽し
み頂きました。１Ｆフロアの
「雷神太鼓」様による和太鼓の
演奏は、迫力満点で患者様に
も大好評でした！

介護医療院とは、医療の必要な要介護高齢者の長期療養と生活施設の要素を兼ね備えたものです。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、医療が必要になると転院を余儀なくされますが、介護医療院は24時
間365日、医師・看護師・介護士が常駐し、医療の必要な方が安心してお過ごしいただける快適な施設です。
ご自宅のようなくつろぎとやすらきの中で、住まいと生活を医療が支え、いつまでも安心して暮らすことができる新
しいスタイルの介護施設です。

介護医療院開設準備室　室長　石川　剛介護医療院の特色

【介護医療院の基準】
【人員基準】

介護療養型医療施設 介護医療院（Ⅰ型）
医師 48:1 48:1
薬剤師 150:1 150:1
看護職員 6:1 6:1
介護職員 6:1 5:1
リハ専門職 適当数 適当数

栄養士 定員 100以上で
1以上

定員 100以上で
1以上

介護支援専門員 100:1 100:1

放射線技師 適当数 適当数

他の従事者 適当数 適当数

医師の宿直 必須 必須

【施設基準】
介護療養型医療施設 介護医療院（Ⅰ型）

診察室 各科専門の診察室 医師が診察を行うのに適切なもの
病室　療養室 床面積 6.4㎡ / 人以上 床面積 8.0㎡ / 人以上
機能訓練室 40㎡以上 40㎡以上
談話室 談話を楽しめる広さ 談話を楽しめる広さ
食堂 入院患者 1人あたり 1㎡以上 入所定員 1人あたり 1㎡以上
浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

レクリエーション - 十分な広さ
その他医療設備 処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所 処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所

他設備 給食施設、その他都道府県の条例で
定めた施設

洗面所、便所、サービスステーション、　　　
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室

医療の構造設備 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガス
に関する構造設備、放射線に関する構造設備

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガス
に関する構造設備、放射線に関する構造設備

【出典：厚生労働省ホームページ「介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯」より】



第20回村の集い「睡眠って大事だよね」

新久米川病院内に、訪問看護・

居宅介護支援事業所がオープンします！
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シャツ購入


